
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.8.1 

神戸改革派神学校 販売 CD/DVD リスト 

・ご注文は神戸改革派神学校事務室まで、メール・FAX・ハガキいずれかでお願いします。 

  ＜お問い合わせ＞ページからも受け付けております。 

・CD/DVD ともに価格は 500 円です。 

録音CD一覧表 2010年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2010/4/6 第三学期開講講演 「ウェストミンスター信仰告白における 袴田康裕

　『救いと恵みの確信』について」

2 2010/4/23 神学校リトリート 「日本におけるキリスト教の霊性と教会形成 水垣　渉

　ー福音的霊性を求めて日本の土壌の中ー」

3 2010/9/14 第一学期開講講演 「不安と絶望ーキュルケゴールの人間論ー」 池田美芽

4 2010/7/15 第３４回夏期信徒講座 主題「カルヴィニズムの人生観・世界観の意義と条件 市川康則

　ーアブラハム・カイパーの思想と事績を例証としてー」

　Ⅰ「カイパーの生涯と主な事績」

　Ⅱ「世界観としてのカルヴィニズム」

　Ⅲ「共通恩恵論」

　Ⅳ「領域主権論・有機体教会論」

　Ⅴ「日本キリスト改革派教会『創立宣言』の

　意義・制約・課題」

その関心・視点について」

5 2010/12/17 神学校クリスマス礼拝 「静かにしていなさい」 赤石純也

録音CD一覧表　2011年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

2011/1/5 第二学期開講礼拝 「キリストの言葉への集中 市川康則

1 　－今、神学校教育に求められる事、許されること－」

2011/2/4 全校祈祷日ー召命感の確立ー 　Ⅰ「神に牧師として召される」 中根汎信　

2 　Ⅱ「牧師の働き」

3 2011/4/6 第三学期開講講演 「神学的伝統とその継承について 木下裕也

　ー神戸神学校の設立の経緯から考えるー」

4 2011/5/12 リトリート 　Ⅰ「宣教師から見た日本伝道と教会形成」 T・ﾃﾞｳﾞｪｯﾄ

　Ⅱ「夫妻で携わる教会奉仕」 A･ﾃﾞｳﾞｧｯﾄ

5 2011/7/12 第３５回夏期信徒講座 主題「豊かな礼拝をめざして」

　Ⅰ「総論・礼拝について」 金田幸男

　Ⅱ「礼拝と説教」 小峰　明

　Ⅲ「礼拝と礼典」 金田幸男

　Ⅳ「礼拝と音楽」 川瀬勝次

　Ⅴ「礼拝と祈祷」 川杉安美

6 2011/9/13 第一学期開講講演 「日本社会における宣教的課題としての『冠婚葬祭』 市川康則

録音CD一覧表　2012年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2012/1/5 新年（兼第２学期開講）礼拝 力づけて下さる勝利者、主イエス・キリスト 岩崎　謙

2 2012/4/5 第３学期開講講演 ルカ神学とは何か～説教のための新約聖書学 赤石　純

3 2012/5/11 リトリート 主の僕、主の器として仕える 後藤公子

4 2012/6/5 特別公開講義 心のケア R・ホメス

5 2012/9/11 第１学期開講講演 説教作法の新しい試み～カルビン神学校の今日の説教学 岩崎　謙

6 2012/10/9 特別公開講義 旧約聖書から何を語るか 三好　明

7 2012/11/16 合同神学シンポジューム 神学的営みにおける旧約聖書の位置づけ 市川康則

　～ルーテル派と改革派の立場において 小賀野英次



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

録音CD一覧表　2013年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2013/1/8 新年（兼第２学期開講）礼拝 光の証し人として（ヨハネ１：６－９） 木下裕也

2 2013/2/1 全校祈祷日 アブラハムに倣って～行く先を知らないで（創世12:1-3） 佐々木弘至

3 2013/4/5 第64回入学式 「教える」といういことの歴史的考察～アウグスティヌス、 袴田康裕

　並びに袴田康裕教授就任式 　　カルヴァン、トマス・チャーマーズ、そして現代～

4 2013/5/21 特別講義 歴史的文脈から読むウエストミンスター信仰告白 松谷好明

5 2013/6/25 第61回卒業式 名を捨てて実をこそ残せ主の僕（創世24-1-67） 市川康則

6 2013/7/11 第37回夏期信徒講座 韓国教会の歴史と信仰～日本キリスト教史からのアプローチ 木下裕也

7 2013/9/10 2013/14年度第１学期開講講演会 オランダ改革派神学の現在 石原知弘

8 2013/9/26 特別講義 クリスチャンの霊性と命の癒し～牧会神学的アプローチ D・ロー

録音CD一覧表　2014年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2014/1/7 新年（兼第２学期開講）礼拝 正しい認識に基づく熱心（ロマ書10:1-4） 袴田康裕

2 2014/2/7 全校祈祷日 開拓伝道から教会形成、そして開拓伝道へ 片岡正雄

3 2014/3/12 市川康則校長最終講義 創造教理の意義～宣教論的課題としての”冠婚葬祭” 市川康則

4 2014/3/6 特別公開講義 牧師のメンタルヘルス（全５講義） 藤掛　明

5 2014/4/4 第65回入学式 ”魂の医者”を育てる～校長就任にあたって 吉田　隆

 並びに吉田校長就任記念講演会

6 2014/5/22 リトリート 祝宴への招き～伝道と礼拝 芦田高之

7 2014/6/24 第62回卒業式 蛇のように賢く、鳩のように素直に（マタイ10:16） 吉田　隆

8 2014/7/10 第38回夏期信徒講座 命の道を歩む～神の律法と私たち 吉田　隆

9 2014/9/9 第一学期開講講演 歴史批評の終焉か？～ポストモダン的聖書研究の台頭 大西良嗣

録音CD一覧表　2015年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2015/1/6 第2学期開講講演会 二つの異なる教会政治は共存可能か？　―日本キリスト改革派教会 吉岡契典

における、長老派と改革派の教会政治の方法論的緊張関係―

2 2015/2/6 全校祈祷日 すべてを福音のために―伝道者 この喜ばしい務め― 漆崎英之

3 2015/4/3 第66回入学式 他人を救うために（ルカ23：26-38） 吉田　隆

第3学期開講講演会 教会共同体の形成としての牧会―ル・シャンボン改革派教会の実践に学ぶ― 橋谷英徳

4 2015/5/16、23 春の信徒神学講座<教会政治>①② ①長老主義教会政治とは？ 袴田康裕

②政治規準について

5 2015/5/21 リトリート 創造主は宣教の主。最も小さい者の宣教。 牧野直之

6 2015/5/30、6/6 春の信徒神学講座<教会政治>③④ ③長老とは何か？ 吉岡契典

④これまでとこれからの教会政治

7 2015/6/23 第63回卒業式 聖霊が教える（ヨハネ14：25-31） 吉田　隆

8 2015/7/10 第39回夏期信徒講座 オランダ改革派神学を旅する 石原知弘

9 2015/9/8 第1学期開講講演 義認論を考える―おもに「義認の教理に関する共同宣言」から― 金原義信

10 2015/9/26,10/3 秋の信徒神学講座<歴史神学>①② ①牧者アウグスティヌスの言葉を求めて①―ドナティスト論争から― 柏木貴志

　　「アウグスティヌス」 ②牧者アウグスティヌスの言葉を求めて②―ペラギウス論争から―

11 2015/10/10,17 秋の信徒神学講座<歴史神学>③④ ③ピューリタンって、本当はどんな人？ 吉田　崇

　　「ピューリタン」 ④聖書からどうメッセージをくみ取ったのか―ピューリタンによる説教、教理問答―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

録音CD一覧表　2016年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2016/1/5 第2学期開講講演 福音主義における聖書釈義―創世記28章10～22節を読む 宮﨑契一

2 2016/2/5 全校祈祷日 有神論的人生観・世界観 金起泰

3 2016/4/8 第67回入学式 良き羊飼いとなるために（ヨハネ10：7-18） 吉田　隆

4 第3学期開講講演会 並びに 牧会学と牧会ケアの発展史 ステファン

　ステファン教授就任記念講演 　　　　　　　　―現在の重要性と意義を探るために―

5 2016/5/14,21 春の信徒神学講座<新約聖書学>①② 福音書の神学―四つの福音書を読み解く―①② 吉田　隆

6 2016/5/18-19 リトリート 若者と生きる教会　　※DVD2枚組（1,000円） 大嶋重徳・裕香

7 2016/5/28,6/4 春の信徒神学講座<新約聖書学>③④ ③新約聖書の解釈方法―その前提と歴史― 坂尾連太郎

④新約聖書の解釈方法―文学ジャンルごとの実践―

8 2016/5/31 「日韓宣教研究所」開所記念講演会 政治規準から見る日韓両教会の特色―改革・長老教会を中心に― 申　成日

9 2016/6/28 第64回卒業式 貧しい人に良い知らせを（イザヤ61：1-3,10-11） 吉田　隆

10 2016/7/8-9 第40回夏期信徒講座 ①初期キリスト教の歴史におけるディアコニア  ②障がいとディアコニア 杉山昌樹

　主題「愛の業」（ディアコニア）に ③災害とディアコニア  ④新約聖書におけるディアコニアの理解 吉田　実

　　　　　　　　　　　　　　　　生きる教会 ⑤ディアコニアの神学をめざして 西　牧夫③④⑤

11 2016/9/6 第1学期開講講演会 改革派神学運動について―展開・主張・意義― 木下裕也

12 2016/9/9 牧会学特別公開講義 牧会者の自己点検 藤掛　明

13 2016/9/14 特別公開講義 ハイデルベルク教理問答におけるキリストとの結合の教理 松田真二

14 2016/9/24,10/1 秋の信徒神学講座＜組織神学＞①② ①なぜ私が救われるのか―改革派信仰と予定論― 松田基教

②救われたものとして生きる―予定論と信仰生活―

15 2016/10/8,15 秋の信徒神学講座＜組織神学＞③④ ③神をどう語るか―属性論― 石原知弘

④十字架をどう語るか―贖罪論―

録音CD一覧表　2017年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2017/1/6 第2学期開講講演 バーフィンクの神のかたち論―有機体モティーフを巡って 望月　信

2 2017/2/3 全校祈祷日 神の栄光のために （一部音声不良） 西堀則男

3 2017/4/7 第68回入学式 朽ちない食物のための働き（ヨハネ6：27-33） 吉田　隆

4 2017/4/7 第1学期開講講演会 伝統と文脈の中でのヨハネによる福音書3章16節a―宣教の 岩崎　謙

　新しい可能性を求めて―釈義的、歴史的、説教学的考察

5 2017/5/13,20 春の信徒神学講座①② 「教会の改革」としての宗教改革Ⅰ・Ⅱ 望月　信

6 2017/5/18-19 リトリート 黙想・瞑想―その価値、必要性、実践 ステファン夫妻

7 2017/5/27・6/3 春の信徒神学講座③④ 「生活の改革」としての宗教改革Ⅰ・Ⅱ 吉田　隆

8 2017/5/30 「日韓宣教研究所」セミナー 韓国人宣教師による日本宣教の実際 申　成日

姜　一成

9 2017/6/27 第65回卒業式 キリストの苦しみの欠けた所（コロサイ1：24-29） 吉田　隆

10 2017/7/7-8 第41回夏期信徒講座―宗教改革500年記念― ①マルティンルターの今日的意義 正木牧人

　　　　　　　　 ②ジャン・カルヴァンの今日的意義 吉田　隆

　主題「宗教改革の今日的意義」 ③ウェストミンスター信仰告白の今日的意義 袴田康裕

④長老主義の今日的意義 坂井純人

⑤ジョン・ウエスレーの今日的意義 鎌野直人

11 2017/9/5 第2学期開講講演 改革派教会の礼拝改革について 小峯　明

12 2017/9/21 特別公開講義 中国キリスト教の過去・現在・未来 王艾明

13 2017/9/23・30 秋の信徒神学講座＜説教学＞①② 説教ってなんだ？ 岩崎　謙

14 2017/10/7・14 秋の信徒神学講座＜説教学＞③④ 説教ってなんだ？ 橋谷英徳



 

 

 

 

 

 

 

録音CD一覧表　2018年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2018/1/5 第3学期開講講演 ウェストミンスター信仰告白の結婚理解 袴田康裕

　　　　　　　　　　―ジョン・ミルトンの離婚論と対比しつつ―

2 2018/2/9 全校祈祷日 私たちの召命・使命 L.スパーリンク

3 2018/4/6 第69回入学式 上にあるものを求めて（コロサイ3：1-4） 吉田　隆

4 2018/4/6 第1学期開講講演会 子とされる喜びの教理 坂井純人

　　―教理史的展開における改革派神学の特色と再検討の課題

5 2018/5/12・19 春の信徒神学講座 旧約聖書の大きな流れ―①② 大西良嗣

　　　　　　　<旧約聖書大人読み>①②

6 2018/5/22-23 松谷好明先生特別公開講義 ウェストミンスター研究の勧め 松谷好明

　　―伝道生活45年の中で出版した著書・訳書を中心に―

7 2018/5/24-25 神学校リトリート 実践的教会論―その理論と実際― 朝岡　勝

8 2018/5/26・6/2 春の信徒神学講座 旧約聖書の“奥義”とは何か―①② 赤石純也

　　　　　　　<旧約聖書大人読み>③④

9 2018/5/29 「日韓宣教研究所」セミナー 在日韓国人の歴史 木下裕也

　　　―在日韓国人の歴史と宣教の展望― 在日韓国人の宣教と展望 梁　栄友

10 2018/6/26 第66回卒業式 主イエスの復活の証し（使徒言行録4：32-35） 吉田　隆

11 2018/9/5-6 藤掛明先生特別公開講義 これからの教会、これからの牧会 藤掛　明

12 2018/9/11 第2学期開講講演 律法の中の在留外国人 大西良嗣

13 2018/9/22・29 秋の信徒神学講座 ①ディアコニアの歴史的展開 ステファン

　　　　　　<“ディアコニア”とは？>①② ②ディアコニアの現状：神学的な課題と実践

14 2018/9/28 日本キリスト教会神学校 宣教の課題としてのインカルチュレーション 藤井和弘

　　　　藤井和弘校長特別公開講義

15 2018/10/6・13 秋の信徒神学講座 ③教会の本質をなすディアコニアによる教会形成 相馬伸郎

　　　　　　<“ディアコニア”とは？>③④ ④被災地及び政治的ディアコニアについて

16 2018/10/18-19 藤本満先生特別公開講義 改革派神学が信仰復興運動に問うてきたこと、問われてきたこと 藤本　満

録音CD一覧表　2019年度

No. 日付 タイトル 講演・説教題 講師・説教

1 2019/1/8 第3学期開講講演 ボンヘッファー神学における「真のこの世性」の問題について 弓矢健児

　　　　　　　　　　―キリストの現実の形成を目指す神学の軌跡―

2 2019/2/8 全校祈祷日 主の召し 望月　明

3 2019/4/5 第70回入学式 真理のために（コリントⅡ13：5-10） 吉田　隆

4 2019/4/5 第1学期開講講演会 平和を実現する人々　―古代教会における戦争と平和― 吉田　隆

5 2019/4/30 天皇の代替わり儀式に抗議する キリスト者は天皇制をどうとらえるべきか 袴田康裕

　　　　　　　　　　　　　特別公開講演会

6 2019/5/11・18 春の信徒神学講座 ①16世紀・17世紀 袴田康裕

　　　　〈スコットランド近現代教会史〉 ②18世紀から現代まで

7 2019/5/23・24 神学校リトリート 説教と牧会―礼拝指針の具体性を求めて 坂井孝弘

8 2019/6/25 第67回卒業式 キリストの体に仕える者（エフェソの信徒への手紙4：7-13） 吉田　隆

9 2019/7/5・6 第42回夏期信徒講座 キリストの救いの働き―三職論の今日的意味 牧田吉和


